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序

岩手県には、旧石器時代をはじめとする数多くの遺跡と埋蔵文化財包蔵地が各地に分布しておりま
す。これら先人が創造してきた貴重な文化遺産を保存し、後世に伝えていくことは私達県民に課せら
れた重大な責務でもあります。

東日本大震災から５年が過ぎ、震災復興事業に位置づけられた道路整備事業も本格化して参りまし
た。一日も早い復興が望まれる中、当事業団埋蔵文化財センターとしても復興と埋蔵文化財保護の両
立を念頭に限られた時間の中で、発掘調査の完遂と迅速化に努めているところであります。

本報告書は、東北横断自動車道路釜石秋田線関連整備事業に関連して、平成26年度と27年度に発掘
調査を行った遠野市に所在する九重沢Ⅲ・平野原Ⅲ・栃洞Ⅲ・新里愛宕裏遺跡の発掘調査結果を収録
したものであります。

発掘調査によって縄文時代中期後葉～後期の集落跡、食料貯蔵を目的としたフラスコ状土坑、陥し
穴状土坑による狩猟の場、中世後期～近世にかけて墓壙等の新たな資料の発見がありました。

この報告書が広く活用され、斯学の研究に寄与するとともに、埋蔵文化財に対する理解の一助にな
れば幸いです。

最後になりましたが、これまでの発掘調査及び報告書作成にご協力とご支援を賜りました、国土交
通省東北地方整備局岩手河川国道事務所をはじめとする、関係各位に衷心より感謝申し上げます。

　　平成29年３月

公益財団法人 岩手県文化振興事業団
理事長　菅  野  洋  樹



例　　　言

１　本報告書は、岩手県遠野市遠野町29地割15番５ほかに所在する九重沢Ⅲ遺跡、同市上郷町平倉34
地割31番２ほかに所在する平野原Ⅲ遺跡、同市遠野町31地割63番２ほかに所在する栃洞Ⅲ遺跡、同
市綾織町新里31地割43番３ほかに所在する新里愛宕裏遺跡の発掘調査結果を収録したものである。

２　本遺跡の調査は、東北横断自動車道路釜石秋田線関連遺跡に伴う事前の緊急発掘調査である。調
査は、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所と岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課と
の協議を経て、公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが実施した。

３　岩手県遺跡台帳における遺跡番号と遺跡略号は以下の通りである。
九重沢Ⅲ遺跡　：遺跡番号MF55－0071 ／遺跡略号KJSⅢ－14
平野原Ⅲ遺跡　：遺跡番号MF76－0023 ／遺跡略号HNHⅢ－14
栃洞Ⅲ遺跡　　：遺跡番号MF55－1023 ／遺跡略号THⅢ－14
新里愛宕裏遺跡：遺跡番号MF54－0227 ／遺跡略号NAU－14（平成26年度調査）

／遺跡略号NAU－15（平成27年度調査）
４　発掘調査期間、調査面積、担当者は以下の通りである。

九重沢Ⅲ遺跡　：平成26年４月９日～６月６日／ 1,550㎡／巴　亜子・小野寺純也・川村　均
平野原Ⅲ遺跡　：平成26年９月１日～９月30日／ 1,120㎡／巴　亜子・高橋義介　
栃洞Ⅲ遺跡　　：平成26年10月６日～11月27日／ 2,330㎡／巴　亜子・高橋義介　
新里愛宕裏遺跡：平成26年５月21日～９月３日／ 3,000㎡／小野寺純也・巴　亜子・高橋義介

：平成27年９月１日～11月13日／ 2.400㎡／高橋義介・南野龍太郎・藤田崇志
５　室内整理期間、担当者は以下の通りである。

九重沢Ⅲ遺跡　：平成26年６月２日～７月15日、平成26年10月１日～平成27年３月31日
／巴　亜子

平野原Ⅲ遺跡　：平成27年１月５日～２月13日／巴　亜子
栃洞Ⅲ遺跡　　：平成27年２月２日～３月31日／高橋義介
新里愛宕裏遺跡：平成26年９月１日～平成27年３月31日／小野寺純也・高橋義介

：平成27年11月16日～平成28年３月31日／高橋義介・藤田崇志
６　報告書の執筆は、第Ⅰ章を国土交通省岩手河川国道事務所、第Ⅱ～Ⅲ章を巴　亜子・藤本玲子、

Ⅳ章を巴　亜子、Ⅴ・Ⅵ章を巴　亜子・高橋義介、Ⅶ章を小野寺純也・高橋義介が担当した。
７　基準点測量は、（株）イチイ土木コンサルタントに委託した
８　航空写真撮影は、東邦航空株式会社に委託した。
９　一部の石器実測と図化は、株式会社ラングに委託した。
10　各試料の分析・鑑定は次の機関に委託した。

炭化材の樹種同定／古代の森研究舎
黒曜石の産地推定／パリノ・サーヴェイ株式会社
石材・石質鑑定／花崗岩研究会
放射性炭素年代測定／株式会社加速器分析研究所

11　報告書の作成にあたり、下記の方々ならびに機関からご教示とご協力をいただいた。（敬称略）
　　　羽柴直人・八木勝枝（岩手県立博物館）、佐藤浩彦・黒田篤史（遠野市教育委員会）



12　調査成果は、『平成26・27年度発掘調査報告書』岩手県文化振興事業団埋蔵文化財報告書第647・
661集等に公表しているが、内容については本書が優先する。

13　各調査に関わる諸記録及び出土遺物は、岩手県立埋蔵文化財センターにおいて保管している。

凡　　　例

１　遺構実測図の縮尺は、竪穴住居跡１/40、竪穴状遺構１/50、土坑・陥し穴状土坑１/50、炉跡・焼土
遺構１/30を基本としているが、遺構規模に応じ適宜縮尺を変え、各図版にスケールを付した。

２　遺構図版中の土器は「Ｐ」、石は「Ｓ」と表記した。
３　層位は、基本層序にローマ数字、遺構の堆積土にはアラビア数字を使用した。
４　土層の色調は、農林水産省農林水産技術会議事務局監修『新版標準土色帳』を使用した。
５　土層の注記には、下記の項目を基準として観察を行った。
　　　粘　性（強・やや強・中・やや弱・弱）
　　　しまり（強・やや強・中・やや弱・弱）
　　　混入物（41 ～ 50％：多量、31 ～ 40％：中量、11 ～ 30％：少量、１～ 10％：微量）
６　遺物実測図の縮尺は、土器１/３、石器１/３、土製品１/２、銭貨１/１を基本としているが、遺物の

大小に応じ適宜縮尺を変え、各図版にスケールを付した。
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Ⅰ　調査に至る経過

「新里愛宕裏遺跡、九重沢Ⅲ遺跡、栃洞Ⅲ遺跡、平野原Ⅲ遺跡」は、東北横断自動車道釜石秋田線（遠
野住田～遠野間）の施工に伴って、その事業区域内に存在することから発掘調査を実施することにな
ったものである。

東北横断自動車道釜石秋田線は、釜石市を起点として、遠野市、奥州市を経由し、花巻市にて東北
縦貫自動車道に合流し、さらに北上市にて分岐し、西和賀町、横手市、大仙市を経由して秋田市に至
る総延長211㎞の高規格幹線道路である。近年では平成24年11月に宮守～東和間（23.7㎞）、平成27年
12月に遠野～宮守間（9.0 ㎞）が供用された。

本路線は、釜石港、大船渡港といった重要港湾や観光資源豊富な三陸復興国立公園を有する三陸地
方拠点都市地域と、先端技術産業の集積が著しい北上中部地方拠点都市地域や花巻空港を要する岩手
県内と秋田県を結び、周辺地域のみならず岩手・秋田両県全域の産業経済発展を担うこと並びに緊急
時における代替・迂回路ネットワーク機能の強化を目的とした路線である。また、東日本大震災から
の復興に向けたリーディングプロジェクトとなる復興支援道路の一部でもあり平成23年度に事業化
し、平成25年度には、区間の一部で工事着手している。
  上記の４遺跡については、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所の依頼を受けた岩手県教
育委員会が平成24年度に分布調査、平成25年度に試掘調査を実施し遺構が確認された。

その結果を踏まえて岩手河川国道事務所は、岩手県教育委員会との調整のもとに、発掘調査を公益
財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化センターの受託事業とすることにした。
　これにより平成26年４月１日付けで岩手河川国道事務所長と公益財団法人岩手県文化振興事業団理
事長との間で受託事業を締結、上記４遺跡の発掘調査に着手した。また、新里愛宕裏遺跡については
平成27年９月１にの残調査箇所の発掘調査に着手した。

（国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所）

Ｅ
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第２図　遺跡位置図

平野原Ⅲ遺跡

栃洞Ⅲ遺跡

九重沢Ⅲ遺跡新里愛宕裏遺跡

1：50,000　遠野

　Ⅱ　地理的・歴史的環境

　１　 地 理 的 環 境

九重沢Ⅲ遺跡・新里愛宕裏遺跡・平野原Ⅲ遺跡・栃洞Ⅲ遺跡は岩手県遠野市に所在する。４つの遺
跡の所在する遠野市は、北上高地中南部の遠野盆地に位置する遠野南部藩一万三千石の城下町である。
北は宮古市川井、東は釜石市・上閉伊郡大槌町、南は気仙郡住田町・奥州市江刺区と、西は花巻市東
和と大迫の４市２町と隣接する。面積は825.6㎢である。人口は29,875人（平成24年３月１日時点）を有
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し、古来より内陸と沿岸を結ぶ中核都市である。
遠野市は北上山地のほぼ中央部に開けた遠野盆地に位置する。遠野盆地は薬師岳に源を発する猿

ヶ石川（73.1㎞）とその支流である小鳥瀬川・来内川・早瀬川、さらにその支流である河内川、猫川な
どがこの北上山地の一部を開析して作った南北30㎞、東西20㎞に及ぶ北上山地最大の盆地である。北
方には主峰早池峰山の姿が望まれ、東には一ツ石山、貞任山、六角牛山などの早池峰山の支脈が南北
に走り、南には物見山、西には石上山、北には天ヶ森・薬師岳のなだらかな山稜が並ぶ。

遠野盆地は、北上山地を大きく西北から南東方向へ延びる地質構造線（土淵 - 盛岡構造線、遠野 -
高館構造線、日詰 - 気仙沼構造線など）によって、その東・西縁を限られて形成されたと推定される。
さらに、これら地質構造線や地質境界線などの多他所への弱線浸食作用によって、盆地底の拡大がな
された浸食盆地的な性格を有している。盆地の南西には山地、山麓には岩塊流および、山麓緩斜面が
発達する。山地を除き、大別して四つの地形面から構成・区分されている。一つは盆地を取り囲む山
麓斜面上に展開する標高300～400ｍの高位緩斜面、この緩斜面よりも低位の標高250～350ｍの緩斜面、
さらに盆地底の現河川沿いに河床より１～５ｍの比高差をもつ沖積面がある。

この盆地の主部は、遠野花崗岩体と呼ばれる岩体で占められ、盆地東縁及び西縁においては、古・
中生界の粘土板岩、輝緑凝灰岩なども分布する。盆地東部や南部の洪積層には橙色～赤褐色の風化火
山灰が堆積しているものの、出現については不明である。また、盆地一帯の洪積台地及び、沖積平野
にはクロボク土壌が発達し、この中には４枚の構成からなる黄色火山灰層が挟在する。

以下に４遺跡の所在地と地理的な概要を記す。九重沢Ⅲ遺跡は遠野市役所から南西約1.2㎞、遠野
市遠野町30地割に所在し、猿ヶ石川の支流である来内川によって形成された河岸段丘上に立地してい
る。本遺跡の東200ｍに平成14年に発掘調査が行われた九重沢遺跡が所在する。

新里愛宕裏遺跡は遠野市役所から南西約2.0㎞、遠野市新里に所在し、猿ヶ石川によって形成され
た河岸段丘上に立地している。

平野原Ⅲ遺跡は遠野市役所から南東約7.4㎞、遠野市上郷町平倉に所在し、猿ヶ石川の支流である
早瀬川の西岸に位置する砂岩段丘上に立地する。遺跡は尾根の中ごろで、北側には尾根が続き、東側
には沢が確認できる。

栃洞Ⅲ遺跡は遠野市役所から南西約1.6㎞、遠野市遠野町に所在し、猿ヶ石川の支流である来内川
によって形成された河岸段丘上に位置している。

　２　歴 史 的 環 境

岩手県遺跡台帳によると、遠野市には486箇所の遺跡が登録されている（平成26年３月31日時点）。
遺跡は河川沿いに多く確認されており、猿ヶ石川とその支流によって開析された遠野盆地は段丘面と
沖積地の２つに大きく分けられている。この地形の違いによって遺跡の時代も異なる傾向が確認でき
る。猿ヶ石川とその支流によって形成された丘陵地や扇状地の段丘、微高地には縄文時代の遺跡の大
半が立地し、猿ヶ石川流域の沖積地には古代の遺跡が立地する。

今回の調査では九重沢Ⅲ遺跡・新里愛宕裏遺跡・栃洞Ⅲ遺跡の遠野市遠野町付近の周辺遺跡（第４図・
第１表）、平野原Ⅲ遺跡の遠野市上郷町の周辺遺跡（第５図・第２表）を記載する。

九重沢Ⅲ遺跡（１）・新里愛宕裏遺跡（２）・栃洞Ⅲ遺跡（３）は猿ヶ石川の南岸に位置し、九重沢Ⅲ遺
跡・栃洞Ⅲ遺跡は支流の来内川によって形成された段丘上に位置する。遠野市内の縄文時代遺跡は猿
ヶ石川、来内川沿いに散布地遺跡が多く確認されている。

Ⅱ　地理的・歴史的環境
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第３図　地形分類図
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第４図　周辺遺跡分布図（１）
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２　歴史的環境

縄文時代早期の遺物が寒風Ⅰ遺跡（28）から出土している。前期では国指定史跡である綾織新田遺
跡が挙げられる。前期前葉の大型竪穴住居跡だけからなる拠点集落跡では、国内最古であるというこ
と、全国でも出土例の少ない大木３式土器がまとまって出土したことから、平成14年12月19日に国史
跡に指定された。前期の遺物が寒風Ⅱ遺跡（30）、新里間木野遺跡（33）、新里新滝遺跡（34）から出土し
ている。中期の遺跡は数が少ない。後期には新里間木野遺跡、栃洞Ⅱ遺跡（40）周辺に位置している。
晩期は下柳Ⅱ遺跡（21）、栃洞遺跡が挙げられる。遠野市内には縄文時代早期～晩期まで幅広くみられ
るが、後・晩期の遺跡が最も多く確認されている。九重沢Ⅲ遺跡・栃洞Ⅲ遺跡の周辺では発掘調査が
行なわれ、図版の範囲には含まれないが、栃洞遺跡は平成15・16年に遠野市教育委員会の調査で縄文
時代中期～晩期の遺跡であることが確認された。栃洞Ⅱ遺跡は平成15年の当センターによる調査によ
って、縄文時代前期前葉、後期前葉の遺構と早期～晩期の遺物が確認されている。九重沢遺跡は平成
16年の調査によって縄文時代早期～前期前葉の遺物包含層と遺構が確認された。

弥生時代の遺跡は九重沢Ⅱ遺跡（38）であり、弥生環状石斧が出土している。
古代の遺跡の分布は、縄文時代と比較してやや平坦な面を利用していることが明らかである。薬

研淵Ⅱ遺跡（17）や畑中遺跡（18）、大柳遺跡（19）などは猿ヶ石川と早瀬川に挟まれた土地を利用してい
たと考えられる。

中世では西風館（32）、角鼻館（15）、光興寺館（14）、横田城（護摩堂館）（７）、東館（５）、鍋倉城（36）が
挙げられる。横田城（護摩堂館）は遠野十二郷保を治めていた阿曽沼氏が築いたものである。阿曽沼氏は
下野国阿曽沼郷を本貫の地とする一族で、代官として親類の宇生方広房を遣わし遠野を治めていた。や
がて、阿曽沼朝兼が下野阿曽沼家よる分家し、遠野に移り住む際に築城したものである。その後、阿曽
沼広郷が領主であった天正年間（1573～1592）に横田城から鍋倉城へと移転している。慶長５年（1600）に
は、領主阿曽沼広長の不在を狙い鱒沢広勝が鍋倉城を占拠し、三戸南部氏の支配下に入り、近世盛岡藩
の一部となったが、城代の交代などで、遠野城下の治安が悪化している。遠野は仙台藩と境を接する要
所であり、盛岡藩主南部利直は八戸を本拠地としていた根城南部氏を遠野に移し、治めさせている。

一方、平野原Ⅲ遺跡は猿ヶ石川の支流である早瀬川と猫川の合流地点より約３㎞南に位置し、早
瀬川にそそぐ沢で形成された尾根上に位置する。縄文時代前期の遺跡では猫川と早瀬川の間に位置す
る林崎Ⅰ遺跡（22）がある。林崎Ⅰ遺跡は縄文時代前期から中期まで継続する遺跡である、縄文時代中

番号 遺跡名 種別 時代 遺構・遺物 番号 遺跡名 種別 時代 遺構・遺物
１ 九重沢Ⅲ 散布地 縄文（後期） 土器、地焼炉 22 上宮野目 散布地・窯跡 古代・近世 土器、土師器、須恵器
２ 新里愛宕裏 集落跡 縄文 縄文土器 23 宮野目窯 窯跡 近世 陶器甕
３ 栃洞Ⅲ 集落 縄文・古代 土師器、竪穴 24 宮野目Ⅰ 散布地 縄文 縄文土器（早期）
４ 高場 散布地 古代 土師器 25 宮野目Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器（早・前期）
５ 東館 城館跡 26 寒風Ⅳ 散布地 縄文 縄文土器
６ 上ノ山 散布地 縄文・古代 縄文土器、土師器 27 寒風Ⅴ 散布地 縄文 縄文土器（前期）
７ 横田城（護摩堂館）　城館跡 中世 堀、薬師堂 28 寒風Ⅰ 散布地 縄文 縄文土器（早期）

８ 金ケ沢Ⅰ 集落跡 縄文 縄文土器、石器 29 寒風Ⅲ 散布地 縄文 縄文土器（早？前期？）、
石鏃

９ 金ケ沢Ⅱ 集落跡 縄文 縄文土器 30 寒風Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器（早？・前期？）

10 天神Ⅰ 散布地 縄文 縄文土器 31 日影 散布地 土器、石器、石鏃
11 天神Ⅳ 散布地 縄文 縄文土器 32 西風館 城館跡 中世 堀、平場、帯郭

12 天神Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器 33 新里間木野 散布地 縄文・古代
縄文土器（前・後期）、土
師器、須恵器、石斧、石
匙、石鏃

13 天神Ⅲ 散布地 縄文 縄文土器 34 新里新滝 散布地 縄文 縄文土器（前期）
14 光興寺館 城館跡 中世 掘、土塁、平場、帯郭 35 新里五器洗場 散布地 縄文 縄文土器

15 角鼻館 城館跡 36 鍋倉城 城館跡 中世～近世 本丸、二の丸、三の丸、
馬場

16 薬研淵Ⅰ 散布地 古代 土師器 37 浜峠Ⅱ 狩場・集落 縄文・近世 陥し穴、掘立柱建物
17 薬研淵Ⅱ 散布地 古代 土師器 38 九重沢Ⅱ 散布地 弥生環状石斧
18 畑中 散布地 古代 土師器 39 九重沢 散布地 縄文 縄文土器
19 大柳 集落跡 縄文・古代 縄文土器、土師器 40 栃洞Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器
20 下柳Ⅰ 散布地 41 夫婦石袖高野 集落跡 縄文 青竜刀形石器、炉跡
21 下柳Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器（晩期） 42 〆田 散布地 縄文 縄文土器

第１表　周辺遺跡（１）



-7-

Ⅱ　地理的・歴史的環境

期の遺物は平野原遺跡（37）で確認されている。後期の遺跡は清水川Ⅰ遺跡（２）である。晩期になると
遺跡数も増え、地崎遺跡（15）、平倉観音遺跡（16）、宇南田Ⅰ遺跡（26）で晩期の遺物が確認されている。

第５図　周辺遺跡分布図（２）
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番号 遺跡名 種別 時代 遺構・遺物 番号 遺跡名 種別 時代 遺構・遺物
１ 平野原Ⅲ 散布地 縄文 土器、土坑、方形プラン、

炉跡 20 火尻Ⅱ 散布地 平安 土師器

２ 清水川Ⅰ 集落跡 縄文 縄文土器（後期）、石棒、
石斧 21 林崎Ⅲ 散布地 縄文 縄文土器

３ 赤川一里塚 一里塚 江戸 22 林崎Ⅰ 集落跡 縄文
縄文土器（前末～中初
期）、磨製石斧、土偶、石
錐、石匙、石鏃

４ 清水川Ⅱ 散布地 土器 23 林崎Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器
５ 伊原 散布地 縄文・平安 縄文土器、土師器 24 森ノ下Ⅱ 散布地 縄文 縄文壷
６ 暮坪前 散布地 土器 25 宇南田Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器
７ 赤沢 散布地 土器 26 宇南田Ⅰ 散布地 縄文・平安 縄文土器（晩期）、土師器
８ 赤沢Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器 27 森ノ下Ⅰ 散布地・城郭跡
９ 川原Ⅰ 散布地 平安 土師器 28 深沢 散布地 縄文 縄文土器
10 川原Ⅱ 散布地 平安 土師器 29 太田館 城館跡 中世 堀、土塁、平場、帯郭
11 甲子Ⅰ 散布地 縄文 縄文土器 30 辷田一里塚 一里塚 江戸
12 越田 散布地 土器 31 寺屋敷 散布地 縄文 縄文壷
13 刃金館 城館跡 中世 堀、平場、帯郭、土塁 32 岩崎 散布地 縄文 縄文土器

14 切掛 散布地 縄文 縄文土器、石鏃 33 篠館（関口館） 散布地・城郭跡 縄文・中世 縄文土器、石鏃、石錐、土
塁、空堀、平場、帯郭

15 地崎 集落跡 縄文 縄文土器（晩期）、石斧、
石箆 34 滝ノ沢 散布地

16 平倉観音 散布地 縄文 縄文土器（後末期）、注口
土器 35 平倉 散布地 縄文 縄文土器、磨製石斧

17 林崎館 城館跡 中世 堀、帯郭 36 宇南林 城館跡
18 切掛Ⅱ 散布地 平安 土師器 37 平野原 散布地 縄文 縄文土器（中期）、石器
19 火尻Ⅰ 散布地 縄文 縄文土器 38 平野原Ⅱ 散布地 縄文 縄文土器

第２表　周辺遺跡（２）

・
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弥生時代の遺跡は周辺には確認できなかったが、古代の遺跡として伊原遺跡（５）、河原Ⅰ遺跡（９）、
河原Ⅱ遺跡（10）、切掛Ⅱ遺跡（18）、火尻Ⅱ遺跡（20）、宇南田Ⅰ遺跡が挙げられる。

中世には刃金館（13）、林崎館（17）、太田館（29）、篠館（関口館）（33）が確認されている。自然丘陵
や山裾を利用して、館を築いていたと考えられる。また、赤川一里塚（３）、辷田一里塚（30）の江戸時
代の一里塚も確認されている。

引用・参考文献

遠野市史編集委員会1974『遠野市史』　第一巻
遠野市史編集委員会1974『遠野市史』　第一巻
遠野市教育委員会2005『栃洞遺跡 ‐ 個人宅地造成に伴う発掘調査報告書 ‐ 』遠野市埋蔵文化財調査報告書第15集
遠野市教育委員会 2012 『鍋倉城本丸跡発掘調査報告書』 遠野市埋蔵文化財調査報告書第10集

（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター2003『栃洞Ⅱ遺跡』岩手県文化振興事業団埋蔵文化財報告書第436集
（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター2004『九重沢遺跡』岩手県文化振興事業団埋蔵文化財報告書第435集
（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター2014『新田Ⅱ遺跡』岩手県文化振興事業団発掘調査報告書第622集
国土交通省水管理・国土保全局2013『北上川水系の流域及び河川の概要』

Ⅲ　野外調査と室内整理の方法

　１　野外調査の方法
　遺構名は検出順に付与した。発掘調査中は略号（ＳＩ・ＳＫなど）を用いたが、本書では「１号竪穴
住居跡」、「１号土坑」と表記した。また、フラスコ状土坑も土坑として表記している。遺構の規模は平
面形規模・深さを「ｍ」で表現した。遺構図面は点検後、必要に応じて第二原図を作成した。図版中の
縮尺には個々にスケールを付した。なお、スクリーントーンの種類は使用した図版ごとに付している。

　２　室内整理の方法

発掘調査終了後の整理作業は、当センター内にて行った。遺構の平面図および断面図は電子平板で
作成し、EPS 形式で保管している。遺構等写真はアルバムにより整理を行った。報告書に掲載する
遺構写真は選択後、Adobe InDesign によって割付を作成した。

遺物は、洗浄および注記後各種別に分類した後出土地点ごとに重量計測を行い、接合作業を実施し、
必要なものは石膏による復元作業を行い、掲載分と不掲載に細分類し、前者については仮番号を付し
登録を行った。登録にあたっては、土器は算用数字、石器は S １…のように種別ごとに異なるアル
ファベットと番号を付している。その後、報告書掲載遺物が最終的に決定した段階で、新たに算用数
字の連番による掲載を付した。登録後、実測と写真撮影を行った。掲載遺物の選択基準は、実測可能
な残存状況を原則とし、土器類の破片については特徴から時期や土器型式を特定できるものを中心と
した。遺物の実測作業は、原寸での実測を基本とした。実測を行った遺物は浄書し図版用の版下を作
成した。また、縄文土器器面表面は湿拓によって採拓した。遺物の写真撮影はデジタルカメラを用い
て行い、データを編集し写真図版として掲載した。遺物写真は JPEG 形式を保管している。全ての処
理が終了した遺物は、本書掲載遺物と不掲載遺物に分けて所定の場所へ収納した。

１　野外調査の方法




